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データシート
MS Teams (Code 60026)
Microsoft Teams オーディオテスト仕様
4.0による測定

概要
Microsoft Teams（旧 Microsoft
Skype for Business）はVoIP による職
場の協調、コミュニケーションの為の汎用プラッ
トフォームです。Teams システムで会話をす
る際の音声品質最適化の為 Microsoftは
“Microsoft Teams オーディオテスト仕様
V4.0”で通信デバイスやアクセサリーの性能
要件を定めています。音声品質、S/N比、
エコー、遅延等ユーザビリティ視点の各種特
性がフォーカスされています。
これらの要件に基づいて HEAD acoustics
のテスト標準規格 MS Teams を用いて
VoIP コンファレンスデバイスの”Microsoft
Teams オーディオテスト仕様 V4.0”適合テ
ストを効率的に自動で行うことができます。

説明
Voice over IP (VoIP) システムやデバ
イスの音声品質評価は難しいタスクです。
音声品質を良好に保つ為に様々な信号
処理がバックグラウンドで機能しています。
VoIP システムやデバイスの典型的な信号
処理として下記が挙げられます：
・音声コーデック
・ジッターバッファー調整
・パケットロス補償 (PLC)
・オートマチックゲインコントロール (AGC)
（Teamsにはデジタルゲインコントロール
(DCG) も含まれます。）
・音響エコーキャンセレーション
・ノイズ抑制 (NS)
・コンフォートノイズ生成 (CNG)
・音声アクティビティ検出 (VAD)
劣悪なS/N比や典型的な職場のバックグ
ラウンドノイズといった音響的要素への対処
に加えシステムはビットレートを低く抑えたり
ジッター、パケットロス等データ通信の課題
を慎重に扱う等ネットワークの制約に対応
する必要があります。
Microsoft Teams の為の通信デバイス
（旧Microsoft Skype for
Business）はVoIPを用いる為同じ信号
処理メソッドを用います。プロフェッショナル
な職場環境で可能な限りベストな会話品
質を保証する為に Microsoftは

“Microsoft Teams オーディオテスト
仕様 V4.0” として標準規格を策定し、
Teamsのパーソナルデバイス、コンファレン
スデバイス、アクセサリーの為の具体的な要
件と適合テスト方法を定義しました。ヘッド
アコースティクスはこれらの要件を測定標準
規格 MS Teams for ACQUA として製
品化しました。
MS Teams には Teams デバイスの種
類により 2つのプロジェクトが含まれていま
す：
・ハンドセット及びヘッドセット向け
・パーソナルスピーカーホン（マウス～マイク
の距離≦1.0m）及びコンファレンスデバ
イス（マウス～マイクの距離＞1.0m)
向け
MS Teams は送話受話方向のすべての
音声品質側面、エコー性能、バックグラウン
ドノイズ環境やダブルトーク環境における音
声品質をカバーしています。
この目的の為にテスト規格は3GPP TS
26.131/132 に基づいた 3QUEST、
EQUEST、POLQA、リアル音声によるダブ
ルトーク、エコー分析を用いています。
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（古いリリースもご要望により対応可能です。）
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記述内容が変更となる可能性があります。

主なフィーチャー
・VoIP デバイスやアクセサリーの為の
便利な自動”Microsoft Teams
オーディオテスト仕様 V4.0”適合テスト

アプリケーション
・Microsoft Teams 用のハンドセット、
ヘッドセット、パーソナル / コンファレンス
スピーカーホンデバイス、アクセサリー等の
自動分析
・”Microsoft Teams
オーディオテスト仕様 V4.0”適合テスト
一般要件
・ACQUA (Code 6810) 高度通信品質
分析システム
・ACQUA 用 PC 1台（仕様要件は
ACQUA データシート参照）
・レファレンスクライアント用 PC 1台
（Windows)
・ACOPT 21 (Code 6844) オプション
3QUEST
-------------------------Skype、Teams、Windows はMicrosoft
Corporation の商標です。
その他すべての商標はそれぞれの所有者に
帰属します。

PSMM Skype (Code 6595)
“Microsoft Teams オーディオテスト
仕様 V.4.0” の測定項目によっては自
由音場マイクロホンと疑似マウスを測定
対象ごとに所定の位置に正確に配置す
る必要があります。オプションの位置決め
スタンド PSMM Skype を用いるとどのよ
うな部屋でもマウスとマイクロホンを素早く
固定でき便利です。内蔵のレーザーポイ
ンターで正確な位置調整をします。

PSMM Skype は“Microsoft Teams
オーディオテスト仕様 V.4.0” 及びその
前身の”Microsoft Skype for
Businessオーディオテスト仕様 V.3.0”
で定められた測定セットアップに使用され
ます。PSMM Skype の取付けバー上の
位置決めマーキングは仕様 3.0に基づい
たものであり MS Teams の測定には
関係しません。

・ACOPT 29 (Code 6856)、オプションEQUEST
・ACOPT 30 (Code 6857)、オプションPOLQA
・ACOPT 32 (Code 6859)、オプション
リアル音声によるダブルトーク
・HEAD 測定システム、下記いずれか1 つ：
ーHMS II.3 (Code 1230）、疑似耳、
Pinnaタイプ 3.3または3.4
ーHIS L (Code 1231)、インピーダンス
シミュレーター、左耳（HAE-BGNのみに必要）
In-Car通信（ICC）評価
または、
ーHMS II3-LN (Code 1230.3)
低ノイズバージョン、3.3 Pinna、
疑似右耳、疑似マウス
ーHIS L-LN (Code 1231.3)、インピーダン
スシミュレーター、左耳、低ノイズバージョン
（HAE-BGNのみに必要）
・labCORE (Code 7700)、モジュール式
多チャンネルハードウエアプラットフォーム
ーcoreBUS (Code 7710)、
labCORE I/O BUSメイン基板
ーcoreOUT-Amp2 (Code 7720)
labCORE パワーアンプ基板
ーcoreBEQ (Code 7740)、labCORE
バイノーラルイコライゼーションソフトウエア拡張
ーcoreIN-Mic4 (Code 7730)
マイクロホン入力基板
・サウンドボード、下記のいずれか 1 つ：
ーDSB II (Code 2406)、内付け、PCI
ーDSB III (Code 2407)、内付け、PCIe
オプション
ーDSB IV (Code 2408)、外付け、USB
・テーブル参照
・バックグラウンドノイズシミュレーションシステム
下記のいずれか 1 つ：
納品アイテム
ーHAE-BGN (Code 6971）
・MS Teams Re.04 (Code 60026)
ー3PASS lab (Code 6990)
ACQUAデータベース
ー3PASS flex (Code 6995)
・V2Cファイル （ACQUA用）
・2ドングル（Teams Ref/DUTエディタ用）
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記述内容が変更となる可能性があります。

1)
2)
3)
4)

ハンドセット用
第2話者（妨害話者）用
HATS がない場合
希望する場合のみ
仕様要件ではありません。
第2話者（妨害話者）用
疑似マウス固定用
HATS がない場合

MS Teams コンフィグレーション例
下図はTeams デバイスの測定セットアップの 2
つの例です。テストによりコンフィグレーションは異
なる為、“Microsoft Teams オーディオテスト
仕様”による他のテストには異なるハードウエア
やセットアップが必要になることがあります。

例 1：パーソナルスピーカーホン
無響室の中央に拡張プレート TEP-100
（φ 100 cm）を搭載したリモート操作
のターンテーブル HRT I を配置してその上
でパーソナルスピーカーホンのテストを行い
ます。スピーカーホン自体にはクライアント

機能は含まれておらず Teams クライアン
トとして USB接続したコンピューターを利
用します。会話がPSMM Skype に搭載
した疑似マウスと自由音場マイクを介して
シミュレーションされます。

行われます。バックグラウンドノイズが
3PASS lab、labBGN、8つの大口径
スピーカーを用いてシミュレーションされます。
サブウーファーは用いません。

バックグラウンドノイズ再生は”Pulse”
接続で測定と同期され完全な再現性
と正確なテスト結果が保証されます。

例 2：USB ヘッドセット
テスト対象の USB ヘッドセットは Teams
クライアントコンピューターに接続されます。
HMS がヘッドセットを装着し会話がシミュレー
ションされます。テストは残響のある部屋で
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記述内容が変更となる可能性があります。

